
医　療　機　関　名 住　　所 電　　話 医　療　機　関　名 住　　所 電　　話

堺近森病院 堺区北清水町2-4-1 227-8001 安田整形外科クリニック 堺区緑ヶ丘南町3-2-19 280-0500

藤田内科 堺区北庄町2-1-10 229-0708 たちばな内科クリニック 堺区緑ヶ丘南町3-2-18 244-8800

泉谷診療所 堺区香ヶ丘町1-3-9 227-6011 八星内科クリニック 堺区旭ヶ丘中町1-31-2 244-6231

はら腎・泌尿器科クリニック 堺区浅香山町3-4-28 228-2266 山県クリニック 堺区南陵町4-4-17 244-3170

三重野医院 堺区浅香山町2-3-17 232-4928 つげ内科医院 堺区石津町1-15-1 241-0119

小児科林医院 堺区東雲西町1-3-9 282-8445 みみはら高砂クリニック 堺区高砂町4-109-2 241-4990

かねしろクリニック 堺区東雲西町1-1-11 282-5519 耳原総合病院 堺区協和町4-465 241-0501

浅香山病院 堺区今池町3-3-16 229-4882 いづみ医院 堺区昭和通4-65 243-0171

川崎医院 堺区北三国ヶ丘町7-4-12 238-5335 堺山口病院 堺区東湊町6-383 241-3945

貴田医院 堺区中三国ヶ丘町4-5-4 232-4003 中川クリニック 堺区出島海岸通1-15-1 243-0100

黒田クリニック 堺区南三国ヶ丘町4-3-1 226-5688 星クリニック 堺区楠町1-1-1 243-2223

村上医院 堺区南三国ヶ丘町1-2-25 233-0033 松屋診療所 堺区松屋町2-37 232-5646

上野内科・小児科クリニック 堺区南三国ヶ丘町1-1-13 232-1314 清恵会三宝病院 堺区松屋町1-4-1 226-8131

えんどうこころのクリニック 堺区向陵中町4-7-30 254-5123 しんとうクリニック 堺区三宝町2-131-5 247-7847

すぎうら内科小児科クリニック 堺区向陵中町3-4-20 257-8100 中村クリニック 堺区北半町西1-16 227-6381

菅野クリニック 堺区向陵中町2-6-1 258-0666 江藤内科医院 堺区北半町西3-7 229-2833

清水レディースクリニック 堺区向陵中町2-3-13 250-0511 堀井医院 堺区桜之町東1-3-30 233-2659

大塚クリニック 堺区向陵東町3-3-3 246-1717 山手医院 堺区桜之町東1-1-3 238-1796

石村小児科医院 堺区向陵東町2-2-11 258-4752 橋本医院 堺区綾之町東1-2-35 232-3090

内科　南谷クリニック 堺区向陵西町4-11-15 221-0080 佐道医院 堺区桜之町西1-1-24 232-2635

森口クリニック 堺区榎元町6-5-12 238-3355 堺北診療所 堺区宿屋町東2-1-5 233-6569

三国丘病院 堺区榎元町1-5-1 233-1880 富田内科医院 堺区材木町西3-1-28 225-1881

兵田堺東クリニック 堺区三国ヶ丘御幸通59 227-6600 池田産婦人科 堺区材木町東3-1-20 228-1319

結核予防会 複十字診療所 堺区三国ヶ丘御幸通59 221-5515 塚田内科クリニック 堺区熊野町東3-1-27 233-6933

たにわレディースクリニック 堺区三国ヶ丘御幸通2-1 233-0080 松浦クリニック 堺区熊野町西3-2-3 223-8775

谷和医院 堺区三国ヶ丘御幸通2-1 233-5518 佐藤内科医院 堺区甲斐町東1-1-10 222-0236

児玉泌尿器科 堺区三国ケ丘御幸通8 222-1717 いしだクリニック 堺区中之町西3-1-15 222-2269

でぐち腎泌尿器クリニック 堺区三国ヶ丘御幸通59 275-8129 高安内科・循環器科クリニック 堺区中之町西1-1-10 229-5517

飯田一条通診療所 堺区一条通4-12 232-1437 斎藤医院 堺区少林寺町西2-2-20 232-1169

いしだ医院 堺区一条通15-25 238-6668 玉井クリニック 堺区少林寺町東2-2-4 222-5363

大川内科医院 堺区京町通3-25 222-1288 田辺医院 堺区新在家町東1-2-7 232-0780

大住医院 堺区中安井町2-1-1 232-1631 酢谷医院 堺区南旅篭町西1-1-1 238-1879

福島小児科 堺区中安井町1-3-18 222-3831 おので整形外科 堺区竜神橋町2-1-5 225-0220

清恵会病院 堺区南安井町1-1-1 223-8199 もりぐち内科・糖尿病クリニック 堺区竜神橋1-4-4 229-8855

しいな医院 堺区永代町6-2-14 232-1395 池上医院 堺区住吉橋町1-5-3 232-1702

吉川病院附属診療所 堺区南向陽町2-3-7 238-5966 熊野クリニック 堺区大浜北町3-12-7 221-7543

志水堺東診療所 堺区南花田口町2-3-20 221-4619 沈沢医院 堺区大浜北町2-1-30 223-5133

まなべ形成美容外科 堺区中瓦町1-1-12 227-0666 ベルクリニック 堺区戎島町4-45-1 224-1717

白井内科クリニック 堺区新町4-7 238-3578 長山整形・内科 堺区戎島町3-4 223-7675

朝日会病院 堺区大仙中町2-8 247-2701 北尻耳鼻咽喉科 堺区戎島町2－66 224-3387

　※かかりつけの医療機関がある方は、まず、かかりつけ医にご相談ください。

高齢者へのインフルエンザ予防接種実施医療機関（堺区）

（令和4年9月27日時点）



医　療　機　関　名 住　　所 電　　話 医　療　機　関　名 住　　所 電　　話

すぎもと内科クリニック 中区大野芝町23-1 230-3344 津田胃腸科医院 中区陶器北1700-1 236-8200

邦和病院 中区新家町700-1 234-1331 中谷診療所 中区辻之1161-3 236-7479

片上医院 中区新家町13-11 237-6101 うちだ内科医院 中区田園1066-13 234-3561

にしのクリニック 中区大野芝町593 239-6233 みやわき診療所 中区東山733-2 235-1003

木村医院 中区大野芝町242-2 237-5000 ベルライフケアクリニック 中区東山580-1 235-3101

山本整形外科 中区大野芝町180 239-8110 みさきファミリークリニック 中区深井畑山町254-5 276-1922

神元クリニック 中区大野芝町180 235-7711 やすらぎの園診療所 中区深井畑山町2528-1 270-7000

もりい眼科クリニック 中区大野芝町23-1 230-0025 中井医院 中区深阪5-2-50 235-3317

唐﨑内科クリニック 中区土塔町3325 289-2111 といかわクリニック 中区深阪3-4-58 235-0812

中尾内科クリニック 中区深井東町2648-16 279-6250 井上内科クリニック 中区深阪2-11-1 236-8823

堺平成病院 中区深井沢町6-13 278-2461 ふじわらしんいち総合クリニック 中区八田北町532-1 270-5211

朝山医院 中区深井沢町3401 277-4610 永田整形外科 中区八田北町461-5 276-1616

堺フジタ病院 中区深井沢町3347 279-1170 ましも内科眼科クリニック 中区八田西町2-6-46 276-5070

杉山クリニック 中区深井沢町3294 276-1717 高杉医院 中区八田西町2-17-6 270-8679

南波クリニック 中区深井沢町3287 276-1101 小川内科 中区八田西町2-10-35-1 277-5351

多田クリニック 中区深井沢町3271 276-7667 ララランドクリニック 中区八田西町1-422-2 273-6069

宮脇内科クリニック 中区深井沢町3142 276-7611 林医院 中区八田寺町244-5 274-5355

福山耳鼻咽喉科 中区深井沢町3390-1 276-2444 阪和第二泉北病院 中区深井北町3176 277-1401

田中医院 中区深井水池町3013 276-2323 もりい整形外科 中区深井北町107-2 276-0002

たかたクリニック 中区八田南之町357-4 323-7523 日野クリニック 中区深井中町1248 276-5111

山口医院 中区土師町1-27-3 279-5525 ふくだメンタルクリニック 中区深井清水町3985 246-9960

南堺病院 中区大野芝町292 236-3636 落合医院 中区深井清水町3448-2 270-1780

すわ医院 中区福田902-1 239-6033 村木クリニック 中区宮園町2-16 277-6639

上野医院 中区福田540-5 234-5326 中村診療所 中区東八田24-5 270-7777

岳友会整形外科 中区福田484-62 235-7791

高齢者へのインフルエンザ予防接種実施医療機関（中区）

（令和4年9月27日時点）　※ かかりつけの医療機関がある方は、まず、かかりつけ医にご相談ください。



医　療　機　関　名 住　　所 電　　話 医　療　機　関　名 住　　所 電　　話

新井内科クリニック 東区引野町3-48-2 288-1011 にしじまクリニック 東区北野田894-1 237-8858

岡本内科 東区白鷺町3-3-7 286-5893 田仲北野田病院 東区北野田707 235-1055

矢吹クリニック 東区白鷺町3-19-7 288-3636 日野病院 東区北野田626 235-0090

坂本産婦人科 東区白鷺町1－3－7 257-3588 西野クリニック 東区北野田455-3 234-1113

ヒロタ糖尿病クリニック 東区日置荘原寺町216-2 288-5800 ひがみ耳鼻咽喉科クリニック 東区北野田16-31 237-2021

藤森クリニック 東区日置荘西町6-7-1 286-5088 にしおか整形外科 東区北野田1084 234-5011

永山リウマチ整形外科 東区日置荘西町4-3-25 286-6772 メリアクリニック 東区北野田1084 234-1840

松村内科クリニック 東区日置荘西町2-4-21 286-6828 ともつ内科クリニック 東区北野田1084 230-1386

あまさきクリニック 東区日置荘西町2-35-8 286-1819 今井はーとクリニック 東区北野田1077 235-4401

北村医院 東区日置荘西町2-15-2 285-0436 北野田診療所 東区南野田127 236-3211

梅山医院 東区日置荘西町1-47-23 285-0256 中村診療所 東区西野492-2 235-6676

文珠クリニック 東区日置荘西町1-23-37 288-3033 西松医院 東区西野461-2 230-5063

西沢整形外科クリニック 東区日置荘西町1-15-23 288-2001 寺山クリニック 東区西野440-4 230-1201

小野クリニック 東区日置荘西町1-12-3 288-1616 MEDICALCLINIC　森本医院 東区西野461-6 234-7755

かわた内科クリニック 東区日置荘西町1-48-15 289-5221 北田診療所 東区大美野94-2 237-0107

山尾内科クリニック 東区野尻町525 285-0018 松野泌尿器科クリニック 東区大美野8-19 289-1188

宮﨑医院 東区野尻町293-5 288-3939 阪本クリニック 東区大美野22-4 235-0018

きしもと整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 東区高松421-1 230-2585 森田医院 東区大美野159-22 237-0071

西川クリニック 東区丈六160-1 239-1141 尾崎クリニック 東区大美野150-5 234-3001

たみの医院 東区北野田98-13 237-2275 松本クリニック 東区大美野10-16 235-3335

医　療　機　関　名 住　　所 電　　話 医　療　機　関　名 住　　所 電　　話

森クリニック 美原区大保16-1 363-2662 おくの整形外科医院 美原区平尾1989 363-7777

南大阪蔦耳鼻咽喉科 美原区黒山490-1 363-3387 中村医院 美原区さつき野東1-1-1 361-2228

川口クリニック 美原区黒山419-1 361-8181 山下クリニック 美原区北余部58-6 369-2166

田中病院 美原区黒山39-10 361-3555 なかの医院 美原区北余部40-39 369-2077

永木医院 美原区平尾2765 362-3888 美原病院 美原区今井380 361-0545

　※ かかりつけの医療機関がある方は、まず、かかりつけ医にご相談ください。

（令和4年9月27日時点）

高齢者へのインフルエンザ予防接種実施医療機関（東区）

（令和4年9月27日時点）

高齢者へのインフルエンザ予防接種実施医療機関（美原区）



医　療　機　関　名 住　　所 電　　話 医　療　機　関　名 住　　所 電　　話

小田医院 西区浜寺石津町中5-5-14 261-1976 近藤医院 西区堀上緑町3-3-30 278-8281

くげクリニック 西区浜寺石津町中3-14-12 244-1594 上野内科医院 西区堀上緑町2-2-1 279-1322

ペガサスクリニック 西区浜寺船尾町東3-307 266-9209 面川外科胃腸科 西区平岡町280-2 271-1801

高田クリニック 西区浜寺船尾町西4-496 266-0222 エビデンス 西原医院 西区平岡町273 271-1701

松井医院 西区浜寺元町5-514 261-1688 津久野藤井クリニック 西区神野町3-2-28 272-1361

よしかわ健やかクリニック 西区浜寺元町1-120-1 269-0553 きららファミリークリニック 西区上467 274-1401

横田クリニック 西区浜寺元町1-11 262-0119 井上医院 西区草部181 271-0022

徳川レディースクリニック 西区浜寺南町3-2-1-302 266-3636 はたなかクリニック 西区草部1488-1 284-8728

ますたにクリニック 西区浜寺南町3-2-1-102 267-7564 ベルピアノ病院 西区菱木1-2343-11 349-6700

市橋内科 西区浜寺昭和町4-449 275-8783 久家医院 西区菱木1-2338-8 272-1951

加藤内科 西区浜寺諏訪森町西2-90-1 261-4782 にしで皮フ科クリニック 西区菱木1-2229-2 271-1112

近江内科医院 西区浜寺諏訪森町中3-244-10 266-8100 岡原クリニック 西区津久野町3-27-50 267-6789

武田医院 西区浜寺諏訪森町中2-226 261-0564 たなかクリニック 西区津久野町2-6-1 271-1825

星田医院 西区浜寺諏訪森町中1-114 261-1519 岩本内科クリニック 西区津久野町1-9-6 260-1616

オサダ整形外科クリニック 西区浜寺諏訪森町中1-112 265-5516 おくだ耳鼻咽喉科 西区津久野町1-8-18 260-3387

とみやま耳鼻咽喉科 西区浜寺諏訪森町中1-112-3 265-3387 田村外科整形外科 西区津久野町1-8-12 273-1381

河面医院 西区浜寺諏訪森町東3-369-2 261-2100 なかむら内科・糖尿病クリニック 西区鳳東町7-733 349-6500

唄医院 西区浜寺諏訪森町東1-59 262-3532 三谷ファミリークリニック 西区鳳東町4-354-1 260-1601

馬場記念病院 西区浜寺船尾町東4-244 265-5558 石山診療所 西区鳳東町3-268-2 273-1539

玉置医院 西区上野芝町4-17-15 280-2801 西野内科 西区鳳東町2-181-1 273-0015

はるお内科クリニック 西区上野芝町3-3-24 276-7575 樋上小児科 西区鳳東町2-164-5 273-7100

おおかわ皮ふ科クリニック 西区上野芝町3-3-24 256-4112 いしかわ総合内科・内視鏡クリニック 西区鳳東町1-7 272-2101

さかぐちクリニック 西区上野芝町2-7-3 242-1114 皮ふ科眼科　くめクリニック 西区鳳東町1-65-2 260-1241

いしいこどもクリニック 西区上野芝町2-3-18 270-7415 おおとりよしだクリニック 西区鳳東町1-38-2 260-1450

かみたにクリニック 西区上野芝町1-25-16 241-6538 うえむら耳鼻咽喉科 西区鳳東町2-162-4 273-8733

よしもと整形外科 西区上野芝町1-11-29 241-1188 耳原鳳クリニック 西区鳳南町5-595 275-0801

木村ファミリークリニック 西区北条町2-29-7 278-0025 えずみクリニック 西区鳳南町3-199-12 260-0511

大仙病院 西区北条町1-2-31 278-2921 白畠内科 西区鳳西町3-3-9 265-5501

きたがわ医院 西区上野芝向ヶ丘町6-16-53 281-3340 西区鳳西町1-92-2 262-5073

安武医院 西区上野芝向ヶ丘町5-22-8 277-8851 西口整形外科医院 西区鳳西町1-74 264-8800

ひじい耳鼻咽喉科 西区上野芝向ヶ丘町2-8-2 270-4187 おおとり診療所 西区鳳西町1-18-1 268-9770

大川消化器内科 西区上野芝向ヶ丘町1-2-25 276-1107 井関クリニック 西区鳳中町4-94 267-1167

なかいホームケアクリニック 西区上野芝向ヶ丘町6-1-34 276-4671 やまさき内科･胃腸科クリニック 西区鳳中町2-31-6 267-6776

堺市立総合医療センター 西区家原寺町1-1-1 272-1200 きのうち腎泌尿器科クリニック 西区鳳南町3-218-1-100 260-5050

家原寺いけだクリニック 西区家原寺町1-13-11 260-3377

高齢者へのインフルエンザ予防接種実施医療機関（西区）

（令和4年9月27日時点）　※ かかりつけの医療機関がある方は、まず、かかりつけ医にご相談ください。



医　療　機　関　名 住　　所 電　　話 医　療　機　関　名 住　　所 電　　話

田邊クリニック 南区深阪南301-1 235-3003 さいかクリニック 南区原山台4-16-3 295-9595

竹山耳鼻咽喉科 南区深阪南114 239-3341 まきクリニック 南区原山台4-15-2 296-7707

澤田整形外科医院 南区竹城台3-3-5 297-2277 堺咲花病院 南区原山台2-7-1 295-8833

土橋内科医院 南区竹城台3-3-4 297-2266 くわばら腎泌尿器科 南区原山台2-2-1 291-0207

高橋クリニック 南区竹城台1-1-2 291-7080 多田消化器内視鏡クリニック 南区原山台2-2-1 291-1005

泉北陣内病院 南区豊田40 299-2020 中田内科医院 南区原山台1-12-5 298-0005

阪和第一泉北病院 南区豊田1588-1 295-2888 ひろせ耳鼻咽喉科 南区原山台2－2－1 295-3733

しまだ耳鼻咽喉科医院 南区三原台4-1-6 292-2395 オりオノクリニック 南区庭代台2-8-3 296-8711

伊東皮膚科 南区三原台4-1-5 292-3830 ぽらんのひろば　井上診療所 南区庭代台1-7-6 349-3987

はなまる耳鼻咽喉科 南区三原台1-2-3 289-8704 田中外科クリニック 南区庭代台1-35-1 293-7500

井上クリニック 南区三原台1-2-3 295-0810 あかざわ小児科 南区御池台3-2-4 297-7771

太田医院 南区三原台1-2-2 291-5551 山藤外科 南区御池台3-2-1 299-0003

竹山レディースクリニック 南区晴美台3-1-4 292-3500 米田外科クリニック 南区城山台3-3-5 297-5041

内科奥医院 南区晴美台3-1-1 293-5777 にしがいと内科クリニック 南区城山台2-2-12 290-1122

平戸医院 南区晴美台2-30-9 292-3451 山本産婦人科 南区鴨谷台3-6-2 299-7767

長谷川内科 南区槇塚台3-2-4 298-6555 こめだ耳鼻咽喉科 南区鴨谷台2-5-1 296-3341

福岡外科医院 南区槇塚台1-11-4 293-8660 山口こどもクリニック 南区鴨谷台2-1-5 295-7270

ミノヤマ耳鼻咽喉科 南区槇塚台1-11-2 291-7558 みやわきクリニック 南区鴨谷台2-1-5 284-0555

山本クリニック 南区茶山台3-38-8 292-2090 坂井クリニック形成外科 南区鴨谷台2-1-5 284-0005

山本内科 南区茶山台3-21-18 291-6678 丸山内科クリニック 南区鴨谷台2-1-3 295-7600

大槻レディースクリニック 南区茶山台1-2-4 290-6000 ひらいクリニック 南区鴨谷台2-1-3 294-2010

すが内科クリニック 南区茶山台1-2-4 294-7223 水野医院 南区鴨谷台1-46-2 291-0011

中野クリニック 南区若松台3-34-22 295-7007 よしだ内科クリニック 南区鴨谷台2-5-1 299-0070

三木内科 南区若松台2-2-8 291-2257 桃山台山本内科 南区桃山台4-2-6 299-3165

河野外科医院 南区若松台2-2-6 291-0232 嶋田クリニック 南区桃山台2-3-4 290-0777

沖田耳鼻咽喉科医院 南区若松台2-2-1 291-2967 清水内科 南区桃山台2-15-1 292-2789

山口クリニック 南区高倉台2-8-5 296-5113 小林内科医院 南区新檜尾台4-15-7 296-2010

宮﨑内科 南区高倉台2-5-8 292-8372 根来内科 南区新檜尾台3-5-2 298-2646

能田胃腸科外科 南区高倉台2-31-4 293-4111 多田医院 南区新檜尾台3-5-1 299-8902

植月医院 南区片蔵23-1 297-1666 まつわかクリニック 南区赤坂台4-20-3 284-1123

泉北藤井病院 南区泉田中3100-19 295-8888 石上整形外科 南区赤坂台3-10-6 298-6655

銀杏会クリニック 南区原山台5-9-5 298-6838 長谷川医院 南区赤坂台3-10-3 298-5486

田村医院 南区原山台4-5-1 298-2121 小川クリニック 南区高尾2-448 271-0071

高齢者へのインフルエンザ予防接種実施医療機関（南区）

（令和4年9月27日時点）　※ かかりつけの医療機関がある方は、まず、かかりつけ医にご相談ください。



医　療　機　関　名 住　　所 電　　話 医　療　機　関　名 住　　所 電　　話

川上クリニック 北区北花田町4-99-15 250-6211 (医)優光会 北区長曽根町3069-6 246-4113

いこま内科・眼科クリニック 北区北花田町3-45-40-301 256-2323 泌尿器科かわだクリニック 北区長曽根町3069-6 240-0085

いずみ皮膚形成外科クリニック 北区北花田町3-45-40 250-7870 加藤内科･循環器科クリニック 北区長曽根町3069-5 258-8282

典子エンジェルクリニック 北区北花田町3-28-10 254-8875 今野クリニック 北区長曽根町3065-1 240-3510

田中内科クリニック 北区北花田町3-26-5 257-9981 麻酔科柴クリニック 北区長曽根町3056-9 259-1105

小川クリニック 北区北花田町3-22-2 254-2648 大田クリニック 北区長曽根町3024-34 259-5300

近藤クリニック 北区北花田町3-18-1 240-7220 末吉内科 北区長曽根町1912 256-2330

整形外科ひろクリニック 北区北花田町2-4-1 250-5551 棚橋内科・循環器科 北区長曽根町1469-1 256-2566

みみはらファミリークリニック 北区蔵前町3丁5-47 252-1507 江本クリニック 北区長曽根町1467-1 240-0122

タマダ病院 北区蔵前町2-15-39 251-8811 だんホームクリニック 北区長曽根町1207-7 246-6611

植田クリニック 北区蔵前町1-7-2 253-0590 よしこクリニック 北区長曽根町3082-1 240-2760

すぎたに内科クリニック 北区蔵前町3－2－8-105 257-5585 しょうのクリニック 北区長曽根町3082-1 240-2370

まつだ消化器糖尿病クリニック 北区宮本町２ 247-7500 しらさぎ診療所 北区百舌鳥梅北町5-412 252-1856

田中病院 北区奥本町1-216 251-0005 厚世会医院 北区百舌鳥梅北町4-163 259-2780

花田医院 北区東浅香山町3-13 252-3279 岩本診療所 北区百舌鳥梅北町3-125-292 259-1000

岩崎医院 北区東浅香山町2-337 252-0816 中山内科医院 北区百舌鳥梅町3-21-7 257-0380

竹中医院 北区東浅香山町1-51-5 251-1689 うめむら医院 北区百舌鳥梅町3-1-6 255-4976

大村内科 北区東浅香山町1-119 255-8887 西谷内科 北区百舌鳥梅町2-418 258-1341

藤田医院 北区南花田町302-14 251-4110 北野医院 北区百舌鳥梅町1-9-13 258-6720

正風病院 北区新金岡町5-1-3 255-0051 北条病院 北区百舌鳥陵南町1-77-1 277-1119

堺若葉会病院 北区新金岡町4-1-7 255-1001 いずみクリニック 北区百舌鳥本町2-401 257-6226

西山内科医院 北区新金岡町3-4-3-115 254-0054 今井医院 北区百舌鳥赤畑町4-343-5 257-1682

森本医院 北区新金岡町2-5-1-22 253-0405 奥田内科医院 北区百舌鳥赤畑町4-254 246-8877

柳原医院 北区金岡町704-2 257-0350 つなぐ在宅内科クリニック 北区百舌鳥赤畑町3-204-3 251-7548

吉岡クリニック 北区金岡町2305 256-1720 佐々木内科クリニック 北区百舌鳥赤畑町2-55-1 250-0200

松山医院 北区金岡町1591-5 257-0240 高村医院 北区東雲東町2-1-15 251-2020

まつお小児科 北区金岡町1382-1 258-4646 八木外科 北区東雲東町1-5-25 251-5251

どて内科医院 北区金岡町1182-45 260-4300 松永医院 北区東雲東町1-10-12 259-2224

西山医院 北区中百舌鳥町6-998-3-6-101 259-7511 黒部医院 北区大豆塚町1-1-1 252-0929

もり耳鼻咽喉科 北区中百舌鳥町6-882-1 250-8669 中産婦人科 北区北長尾町2-4-15 252-0634

小林内科医院 北区中百舌鳥町6-867 252-6200 中洲整形外科 北区北長尾町2-3-26 252-1212

中百舌鳥おか内科医院 北区中百舌鳥町6-825 252-0451 福井耳鼻咽喉科 北区北長尾町1-6-11 258-8736

はやし内科クリニック 北区中百舌鳥町5-22 240-0611 津田クリニック 北区中長尾町4-5-3 257-2033

やまがた呼吸器内科ｸﾘﾆｯｸ 北区中百舌鳥町2-72 253-6590 金岡病院 北区中長尾町2-4-3 252-2461

高田内科クリニック 北区中百舌鳥町2-39 251-2663 辻野医院 北区中長尾町2-3-13 251-0125

なさこ耳鼻咽喉科 北区中百舌鳥町2-39 253-8715 久保整形外科クリニック 北区中長尾町2-1-21 258-3565

ほり泌尿器科クリニック 北区中百舌鳥町2-39 253-7890 くさか内科医院 北区南長尾町2-1-21 240-9371

なかもず女性クリニックヤギ 北区中百舌鳥町2－39 259-1107 なかの医院 北区東三国ヶ丘町5-7-5 252-3504

やまもと消化器内視鏡・外科クリニック 北区中百舌鳥町2-2 275-9907 もりた整形外科クリニック 北区東三国ヶ丘町5-2-17 240-8820

植木病院 北区黒土町3002-5 257-0100 吉川病院 北区東三国ヶ丘町4-1-25 259-0100

中村耳鼻咽喉科 北区長曽根町719-1 240-0087

高齢者へのインフルエンザ予防接種実施医療機関（北区）

（令和4年9月27日時点）　※ かかりつけの医療機関がある方は、まず、かかりつけ医にご相談ください。


